
 
 
 
 
 

神前地区ホームページ（アドレス kanzaki-yokkaichi.com）もご覧ください。 
 

 

 

災害時の食事は、生きる力の源になります。確かに、非常食も大変重宝で 
 すが、やはり、「暖かい食事」「優しい食事」は、高齢の方から小さいお子様方まで、安全安心に食べ 

れる大切な食事です。この「パッククッキング」を一つ覚えておけば、絶対何かの時に役立つと思 

います。ぜひ参加して、作り方を覚えてみてください。 

パッククッキング講習会 10 月 8 日（土）9:00～11:30 曽井町公会所 

防災食は普段から食べなければ意味がありません。突然災害時だからと言って、防災食を食べて 

みても口に合わなかったら、ますます食欲がなくなり、命にかかわります。普段から少しずつ食べる 

ようにしましょう。慣れることも大切な防災です。 

【参加ご希望の方】神前地区市民センター内（℡ 326-2751 担当者 吉田）までご連絡ください。 

 

今年も 10 月 16 日（日）午前 9 時から、神前防災の日として、地区一斉防災訓練を実 

施します。ご参加よろしくお願いします。 

       今年は、次の 2 点を中心に行います。 

① 黄色いタオル大作戦（安否不明者確認訓練）  

黄色いタオルが玄関などに掲げられているお 

家は安否確認する必要がないので、本当に支援 

や救助が必要な安否不明世帯を早く見つけて、 

救助することができ 

る仕組みです。 

災害時には、安否不明者の把握が最優先されます。命のタイム 

リミットは 72 時間です。早く不明者を確認し、仕事や行き先が

分かっている人を除いて、行方が確認できない人は何か被災され

ているかもしれないからです。 

今年も 30 分以内に全住民の安否確認をすることを目指して 

います。 

※その時、現地災害対策本部（自治会）と地区災害対策本部（地区）は被災情報の伝達、市 

からの情報伝達などの訓練をし、開設病院の確認や応急医療施設の開設要求、地区の道路 

情報の把握や被災情報の市災害対策本部への伝達訓練などをしています。 

② 避難誘導訓練 

      各組の緊急避難所をご存知ですか。 

そこまで組全員で避難してください。 

     1) 非常時持出袋を持参してください。 

・すぐに持ち出せますか。 

・重すぎることはありませんか。 

・避難所についたら袋の中身の見せ合いっこしましょう。 

     2) 組内に、避難する支援がいる方がみえませんか。 

       災害時「自分や家族の命が守れたら」次は「近助」です。組内全員が安全に避難でき 

  るように、みんなで支援できるように考えましょう。支援が必要な方や、そのご家族の 

  お気持ちもしっかりと考えて取り組んでください。 

※その時、現地災害対策本部（自治会）と地区災害対策本部（地区）は避難者数の情報伝 

達訓練をし、指定避難所の開設要求や避難所物資の確保について市への要望伝達などの 

訓練をしています。 

災害はいつ来るかわかりませんが、必ず来ます。だから、防災の日 

              は特別な日ではなく、防災の日常化へのきっかけの日としてください。 

い。防災の日常化こそ、災害から家族や自分の命、地域を守るために必要 

な取り組みです。ぜひ訓練に参加してみなさんと一緒に考えましょう。 

 

神前地区自主防災協議会 神前地区連合自治会 

    

 

 

お知らせ 
発行：令和 4 年９月２０日 
神前地区市民センター 

  ☎ ３２６－２７５１  
FAX ３２５－２０７０ 
団体事務局（１３時～１７時） 

  ☎ FAX ３２７－１５０１ 

大日 Café サロン 

 日 時：10 月 4 日（火） ★毎月第１火曜日  １０：００～１２：００ 

 場 所：寺方 1 公会所  協力費 ：100 円 

カフェ あったかつの 

 日 時：10 月 10 日（月） ★毎月第２月曜日   ９：００～１１：３０ 

場 所：高角町公会所    協力費：100 円 

より曽井サロン      

日 時：10 月 13 日（木） ★毎月第２木曜日  １０：００～１２：００ 

場 所：曽井町公会所    会 費：100 円 

カフェサロン尾平 

 日 時：10 月 18 日（火） ★毎月第３火曜日  １０：００～１２：００ 

 場 所：尾平町集落センター 会 費：100 円 

とおりゃんせ in 菅原  

日 時：10 月開催予定なし 

10 月 16 日 神前防災の日（地区一斉防災訓練） 

パッククッキング講習会 参加者募集！ 再掲 



 

 

 

 例年地区文化祭でお披露目しておりました、神前菊花愛好会の 

「菊花展示」が、3 年続いた文化祭の中止で、開催できなくなり 

ました。 

このままでは、せっかく丹精込めて育てた菊がかわいそうとい 

うことで、今年は愛好会単独で「展示会」を開催することと致し 

ました。今年の大菊は、「国華理想」と「泉郷富水」です。存在 

感のある立派な、いでたちをご覧いただきたいと思います。 

 その他に会員個人が好んで育てた菊    国華理想 

花をたくさん展示させていただく予定 

です。 

秋の一日、ゆっくり菊の花をご鑑賞い 

ただきたく会員一同お待ち申し上げて 

おります。 

【展示会】 

日 時  令和 4 年 11 月 6 日（日）9:00～15:00 

場 所  高角町公会所 

主 催  神前菊花愛好会                    泉郷富水 

協 賛  神前地区連合自治会・神前地区社会福祉協議会       

神前老人クラブ仙寿会                  

       中日新聞社・ＪＡ三重北 

お願い ・菊花の生育状況によっては、開催日を変更する場合があります。 

（詳細はセンターだよりでお知らせします。） 

・駐車場が少ないので、来場の方はできるだけ乗り合わせでお願いします。 

      ・観賞中はマスク着用をお願いします。会場への入場の際には、手指消毒をお願 

       いします。会場は換気をしておりますので、防寒対策をお願いします。 

      ・閉会後は、神前地区市民センター前に菊花を展示させていただきますので、そ 

       ちらもご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 

TEL：059-330-5020  FAX：059-334-0606  

HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/ 

所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階 

    ＜第 1 部＞9：00～11：30＜第 2 部＞12：30～14：00＜第 3 部＞15：00～19：00 

※9 月から夏季の終了に伴い、小学生の利用は 17：00 までとなります。 

また 9 月から、中高生の利用を 19：00 までに変更します。 

各部の間に消毒を行います。その間、施設の利用はできません。  

10月11日（火） 9：30～11：00 

※受付終了 10：30 

赤ちゃん広場 

体重測定や助産師に発育相談ができ

ます。 

対象/0 歳～18 か月、出産予定の人 

定員/当日先着 10 組 

持ち物/母子手帳、バスタオル 

10月16日（日） ①10：00～11：00 

②15：30～16：30 

手形カードをつくろう 

家族で手の大きさくらべをしよう。 

成長の記録にもなります。 

対象/どなたでも 

定員/各回当日先着 15 組 

（1 家族 1 枚） 

10月16日（日） ①10：00～11：00 

②15：30～16：30 

プラザフォトスポット 

家族や友だち同士で写真をとろう。 

対象/どなたでも 

定員/1 回につき 1 グループ 5 名まで 

10月24日（月）

～31 日（月） 

 

9：00～17：00 

※消毒時間は除く 

 

ハロウィンタトゥーシール 

手描きのタトゥーシールを作って、 

自分自身をハロウィン風にデコっち

ゃおう！ 

 

対象/どなたでも 

定員/材料がなくなり次第終了 

※アレルギーや肌に不安のある方はお

控えください。 

料金 無料 新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。開館状況、 

イベント実施状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、電話にてお問合せください。 

 
 
 

ヘルスリーダー イキイキ教室 

楽しく笑って！おしゃべりして！介護予防！！ 

対 象： おおむね 65 歳以上の市民の方 

会 場： 神前地区市民センター 2 階 会議室 

日 時： １０月１1 日（火）13：30～15：00 

内 容： ストレッチ・筋トレ・楽器の演奏と歌など 

持ち物： マスク、タオル、飲み物 （動きやすい服装でお越しください） 

その他： 申込み、参加費は不要です。 

お願い： ①参加される方は、マスクの着用や手指の消毒をお願いします。 

②発熱や咳等の風邪症状がみられる方・基礎疾患をお持ちの方で、感染 

リスクを心配される方は参加を控えていただくようお願いします。 

 問合せ： 高齢福祉課 地域支援係 TEL ３５４－８１７０ 

申込み不要 

参加費無料 
菊花展示会開催のお知らせ 神前菊花愛好会 

◆市民窓口サービスセンター臨時休業のお知らせ 

市民課(☎354-8152 FAX359-0282) 

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）では、メンテナンス作業のため、

下記のとおり業務を停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いし

ます。 

■臨時休業 

 １１月１２日（土）、１１月１３日（日）終日 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）日  時  １０月１日（土） 

午前９時から１１時頃 

（受付は８時３０分から）※小雨実施 

（２）場  所  大池中学校に集合 

（３）内  容  国指定天然記念物  

御池沼沢植物群落の植物及び昆虫や鳥類など 

生き物の観察 

（４）持ち物等  長靴・長袖・長ズボン・帽子・水筒・ 

タオル・虫よけ 

（５）申 込 み  不要 

（６）問合わせ先 四日市市シティプロモーション部文化課 

℡ 059-354-8238 

 

 

 

 

命のために・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

  PA 連携とは？ 

消防隊と救急隊が連携して救急活動を行うことです。 

消防ポンプ車（Pumper）と救急車（Ambulance）の頭文字から「PA」をとって 

「ＰＡ連携」といいます。 

 

PA 連携が必要な場面 

    

    

 

 

 

 

 

    火事以外でも PA 連携で消防車が出動する場合があります！ 

市民の皆様のご理解ご協力をお願い致します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 日 時  １１月１７日（木） 

１４：００～１５：３０（開場１３：３０） 

★ 場 所  四 日 市 商 工 会 議 所  １ 階  ホ ー ル   

★ 定 員  １００人程度 
(１０月１日(土)９時受付開始、定員になり次第〆切)  

★ 託 児  無料、先着５人程度（６カ月から未就学児まで） 

       （１１月５日（土）までにお申込みください。） 

★ マスクの着用をお願いします。新型コロナウイルス感染症の状況により、 

講演が中止・延期となる場合があります。 

◆お問合わせ・お申込み◆ 

四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」 四日市市本町９番８号 本町プラザ３階  

TEL：３５４－８３３１  FAX：３５４－８３３９  

E メール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 

10 月 1 日 御池沼沢植物群落自然観察会 

 

●高い建物や狭い場所で 

搬送が困難である場合 

●心肺停止など傷病者が重篤な状況で、 

処置の補助を必要とする場合 

●高速道路など車両の交通量が  

多く、活動に危険がある場合 

令和３年中の四日市市内の救急出動件数は 

１４，４０９件でした！（神前地区 ３３７件） 

※詳しくは四日市市消防本部ホームページ 

            消防年報を見てね 

 

◆コンビニ交付サービスの一時停止について 

市民課(☎354-8152 FAX359-0282) 

メンテナンス作業のため、下記のとおりコンビニ交付サービス業務を停止します。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

■一時停止日 

 ・１１月１２日（土）終日 ・１１月１３日（日）終日 

停止するサービス 

 ・戸籍証明書（戸籍謄本・戸籍抄本） ・戸籍の附票の写し 

※住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書は交付可能。 



 

 

 

９月１２日（月）、第６回神前地区愛さつの日「朝の声掛け 

活動」が行われました。 

８月の第５回は「家庭愛さつの日」でしたので、２学期が始 

まり子ども達も登校するようになったこの日は、２か月ぶり、 

しかも２学期最初の「朝の声掛け活動」でした。 

子ども達の前に行くと「おはようございます。」と子ども達 

の方から大きな声であいさつしてもらいました。こちらの方が 

菅原町の声掛け活動    心の準備をしていなくてびっくりしましたが、ニコニコしてい 

る子どもたちの顔を見ていると、だん 

だんあいさつが日常化しているなあ 

と感じました。 

ご家庭ではどうでしたでしょうか。 

「あいさつ」の力、「あいさつ」 

の魅力は、あいさつしてみれば分か 

りますが、あいさつしてみなければ 

寺方町１区の声掛け活動  分かりません。人と人をつなぐ力、   寺方町２区の声掛け活動 

人の心を温かくする魅力、言葉では 

言い表せない力や魅力がたっぷりとあります。 

「あいさつ運動」としては今年度で一区切りしたいと考えてい 

ます。だからこそ、あいさつが日常化して常にみなさんの間で交 

わされるようになってほしいと思っています。 

子ども達に負けないように、大人も明るく元気に大きな声であ 

いさつをしてみましょう。きっとつながりが出来るはずです。   センター前の声掛け活動 

神前地区連合自治会 

 

 

 

  

 

令和４年度神前地区あいさつ運動の「標語・ポスターコンクール」作品締め切りが、９月 

３０日に迫ってきました。まだ仕上がっていない方はできるだけ締め切りに間に合うように 

がんばってください。１０月に入ると、自治会長会議で入賞者を決める選考会が開かれます。 

本来は文化祭で表彰式を行う予定でしたが、今年も文化祭が中止になってしまいましたの 

で、別に表彰式を設定して行いたいと思います。作品を出された方は、発表をお待ちください。 

あいさつ運動の「標語・ポスターコンクール」も今年を持ちまして、一区切りとしたいと思 

います。毎年参加してくださった方々をはじめ参加していただいた方々には感謝申し上げます。 

またの機会がありましたら、今度こそ参加しようと思われる方は、お待ちいただきたいと思 

います。 

神前地区連合自治会 

 

 

 

 

  

9 月 11 日（日）大日山の整備活動が行われました。とても 

良く晴れて気温もどんどん上昇し、真夏のような陽気になりま 

した。前回 6 月に下草刈りを実施したのですが、この 3 か月で 

天気も良く雨も多く降ったので、雑草が大きく伸び、散策路を 

覆うほどの背丈と量になっていました。 

会員や有志のボランティアの方々が手分けして、一斉に下草 

刈りを行いました。山の上は風も通らず、やぶ蚊も多くいて、 

大変な作業でしたが、1 時間半ほどの作業で、とてもきれいに 

していただきました。 

今年は雨が多く、水路に草や枝、土砂が堆積していたので、 

水路掃除もしてもらいました。水路がきちんと機能すると、余 

分な水が山にあふれることがなく、草木も順調に成長できます。 

整備活動の途中で四中工の生徒さんがクラブの練習で散策路 

を走っていました。基礎練習のコースになっているのだと思い 

ます。これで安全に走れると思います。 

今はちょっと花も少なくなって 

いますが、もう少しすると紅葉の 

時期が来ます。里山の自然の中で 

ゆったりと紅葉でも見ながら過ご 

すのもいいと思いますし、子ども 

達にも山の中を走り回って遊ばせてあげたいと思います。会員や 

ボランティアの方々は、そのためにがんばっています。 

    しかし、会員のみなさんやボランティアのみなさんも高齢の方が多くなりました。地域の 

自然は地域みんなで守っていかなければなりません。ぜひ、みなさんも地域の環境保全活動 

として、又地域の方々のふれあいの場づくりとして、大日山や曽井山、尾平町の大溜池小溜 

池整備にどんどん参加していただきたいと思います。 

豊かな自然を活用して、「住みよいまち」、「仲間とつながっていると実感できるまち」、 

「ふれあいがあって楽しく過ごせるまち」になるように、みんなでしていきたいと思ってい 

ます。「自然豊かな神前」は、神前地区の大きな自慢の一つです。 

みんなで自然を守るということは、自分たちの生活を守るということにつながるのではな 

いでしょうか。 

                  神前里山を守る会では写真のようなテントを保有しています。 

各地区の行事や各町の行事で使いたいと思われる方は、貸し出 

ししているので、団体事務局までお申し込みください。 

 

 神前里山を守る会 事務局（神前地区団体事務局） 

  ℡ 327-1501（平日 13:00～17:00 担当 山本） 

 

 

第６回神前愛さつ運動 朝の声掛け活動が行われました。 里山保全活動が行われました。神前里山を守る会 

あいさつ運動標語ポスターコンクール 作品締め切り 


